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緑のネットワーク通信   

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 
【日 時】７月２４日（水） 

     13：30～16：30 

【場 所】福岡タワー外周花壇（実習） 

     福岡タワー2Ｆホール（座学）    

【講 師】西日本短期大学 

     大田香代子先生、西川真水先生 

          

 「きれいな花壇をつくるには」のテーマ

に惹かれ、第２回の研修に申込みました。

募集定員を上回る２４名が参加して、前半

は花壇作り実習、後半は花壇図面の描き方

を学びました。 

 受付後、４班に分かれ、福岡タワー外周花壇に移動し、西日本短期大学の

大田先生とゼミの学生さんにアドバイスを頂きながら、花壇デザインを考え

ます。 

 資料の使用花苗一覧を見ながら、90㎝×300㎝の花壇に、７種類・７５

苗をどう配置するか？高さ、大きさ、色合い、成長した時の姿を想像しなが

ら、みんなで意見を出し合いながら、何度も仮り置きをしてみます。 

 「歩きながら花壇を見るので、隣との連携・流れを考えて…」「左右対象に

作らなくても良いですよ」と教えていただきました。 

 植え付け時はポット苗の根の処理「深植えは厳禁」「花の正面を見える側

に」「手前は少し傾けて」と、細かなアドバイスも頂きました。 

 各班ごとのデザインを配置図にメモして、前半は終了です。 
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 （発行元／事務局） 

福岡市住宅都市局 

みどりのまち推進部 

みどり推進課  

TEL：７１１－４４２４ 

FAX：７３３－５５９０ 

（公財）福岡市緑のまちづくり

協会 みどり課 

メールアドレス： 

anjyu.t@midorimachi.jp 

 TEL：８２２－５８３２ 

FAX：８２２－５８４８ 

緑のコーディネーター等研修会（第２回）に参加して  

～きれいな花壇をつくるには～ 実習編 

バランスを考えながら、苗を置いてみます。 

大田先生の指導のもと、花苗一覧を見
ながらデザインを考えます。 

学生が作った花壇模型を見ながらイメージ
をふくらませます。 

  記事投稿のしかた 

本誌に記事を載せたい方は

事務局にご連絡の上、記事

内容を書面（メール可）で

提出してください。記事の

量によっては、重要個所の

みの掲載となります。９月

号（９月２０日前後発行）

への投稿締切は９月１０日

です。 
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 エアコンの効いた室内に移動し、冷たいお

茶を美味しく頂いた後は、座学が始まりま

す。 

 西日本短期大学の西川先生から、「花壇を図

面として表現する方法」「イメージ図の描き

方」の参考例を紹介して頂きました。 

 机上には、先ほど作った花壇の1/10サイ

ズの枠が書かれた用紙と、それに重なるト

レーシングペーパーが２枚用意してあり、各

自の配置図メモを、きれいに仕上げていく工程に移ります。 

 まず、１枚目に上から見た平面図を書き、次に二枚目を重ねて、花の色・

大きさを表現して一番美しい状態を想像して描く作業になります。色鉛筆を

上手に使って素敵な花壇を表現する人もいました。 

 三時間の研修で、前半は植物に触って観察することの大切さを学び、後半

はテーマを考えどう見せたいのか、イメージで楽しんで描く大切さ、パー

ス、一点透視図を教えていただき、とても勉強になりました。 

 まだまだ知りたいことがあるので、「西日本短期大学に入学したい」と思う

ほどでした。この花壇は１１月頃まで展示されるので、様子を見に行こうと

思います。 

 研修会に参加させていただき、ありがとうございました。 
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緑のコーディネーター等研修会（第２回）に参加して  

～きれいな花壇をつくるには～ 座学編  

まず上から見た平面図を書き色をつけ
ていきます。 

トレーシンブペーパーを重ねて立体的
な花壇を描いていきます。 

最後に西川先生から、平面図から立体
花壇のデザインを描くまでの説明があ
りました。 

８月中旬の花壇です。夏の暑さにも負けず、元気に育っています。 
福岡タワー周辺は、百道浜の海に来る家族連れや若者、福岡タワーを訪れる観光客で賑わっています。 
暑いこの季節に爽やかさと、安らぎを与えています。（福岡市緑のまちづくり協会みどり課） 
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緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）  

■ 子どもフラワーアレンジメント     

《緑のコーディネーター 渡辺 しおみさん》 
【日 時】７月２０日（日）14：00～16：00 

【場 所】東平尾公園レベルファイブスタジアム 会議室 

【講 師】渡辺しおみ  西村愛子 

 

 昨年に引き続き小学生を対象にしたフラワーアレンジメントの講

座を開催しました。 

 まず、カラーオアシスをクッキー型で抜いて、後でアレンジに加

えるオーナメントを作りました。それから、フラワーアレンジメン

トのコツを説明（お花の切り分け、下葉を取り除く、長持ちをさせ

るために切り口をナナメにカットする）をしました。 

 使用する６種類の花材をプリントの写真を見ながら説明したら、

自由にアレンジメントを作ってもらいました。見本を作らず、保護

者の方にも「見守りだけで、手を出さないで…」とお伝えしまし

た。すると、子どもらしい、のびのびとした全く違う作品が出来上

がりました。 

 最後に一人ひとりの作品をお披露目したのですが、自由な発想の

数々に保護者の皆さまから、感嘆の声があがり、楽しい講座となり

ました。 

カラーオアシスを型抜きし竹ぐしを挿します 

ケーキの型に自由に挿していきます 

『花王・みんなの森づくり活動助成』助成対象団体の募集 （情報提供） 
 公益財団法人都市緑化機構よりお知らせします。 

 当機構では、花王株式会社との共催により、次の世代により良い環境を引き継ぐことを目的に「花

王・みんなの森づくり活動助成」を創設し、支援しています。 

 本助成プログラムでは、「森づくり分野」（＝環境づくり）と「環境教育分野」（＝人づくり分野）の２

つの柱で、３年間にわたり ＮＰＯや市民活動団体を支援します。 

 下記のホームページ上から応募要項及び申請書の書式がダウンロード可能です。 

 

◆お問い合わせ・お申し込みは下記まで 

 公益財団法人 都市緑化機構花王・みんなの森づくり活動助成事務局 

 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4 田村ビル２階 

 ＴＥＬ：03-5216-7191 ＦＡＸ：03-5216-77195 

  URL:http://www.urbangreen.or.jp/   

  E-mail：midori.info@urbangreen.or.jp 

フラワーケーキをイメージした個性あふれるさ作品が完成 
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緑のコーディネーター養成講座受講生を対象に  

『エコ鉢作り』と『寄せ植え講座』を開催しました。 

【日 時】①７月２６日（金）13：00～15：00 エコ鉢作り 

     ②８月３日（土）   13：00～15：00 寄せ植え講座 

【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室 

 

 現在、緑のコーディネーター養成講座を開催中で、受講生の皆さんは熱心に受講されています。第３回

目の講座で緑のコーディネーターの古荘浩士さんから、コーディネーターになったきっかけや、市民活動

の実践例をお話ししていただきました。その中で、古荘さん達が楽しんで作っている「エコ鉢作り」の紹

介をしたところ、反響が大きく、早速古荘さんを主にしたグループが講座を開催する運びとなりました。 

 １回目の講座は「エコ鉢作り」です。講師に、福岡県立特別支援学校「北九州高等学園」工芸科の辻 和

広先生をお迎えして行われました。助手として緑のコーディネーターの魚谷君子さん、八坂明さんが自分

も作りながら指導をしていました。エコ鉢は、古新聞とセメント、着色剤を水で混ぜて作ります。素焼き

のような焼成もいらず、自然乾燥で完成できて、環境に優しい、良いことづくめのエコ鉢です。始めのほ

うは隣同士でおしゃべりをしながら作業を行っていましたが、セメントを入れて混ぜる頃には、結構な力

仕事で自然と無口になりました。 

 同じ型で作りましたが、それぞれ個性あふれる作品が完成しました。 

２回目の講座では、緑のコーディネーターの米倉治美さんと、嶋添祐子さんの指導のもと、花苗の配置を

考えながら、寄せ植えを行いました。自分で作ったエコ鉢に花が入ると、鉢も更に引き立ち満足がいく作

品が完成しました。 

 緑のコーディネーター養成講座は８月２１日～９月３０日まで実践講座になります。先輩コーディネー

ターさんの、アドバイス、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

                    （公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重富子 

辻先生から講座の流れについて説明 新聞紙と水を入れて混ぜます 
この後セメントと着色剤をまぜます 

型に貼りつけていきます 

１週間後に乾燥したエコ鉢 花苗ポットをバランスよく植えます 最後にコケを載せて素敵な作品が完成 
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活動日には大勢の参加者があります 

   
【場 所】東区高美台２丁目（植栽ロータリー） 

 

 活動場所は、東区和白東校区の中心地にある公民館前の通学路沿いの花壇です。昭和５７年から活動を

続けていますが、今年度から、自治協議会預かりとして会員の多くが入れ換わり、今まできれいに管理さ

れてきた花壇を維持しようと、気持ちも新たに会員一同頑張っています。 

 会員は自治協議会役員、公民館、町内会、各種団体で構成されており、まさに自治協議会と公民館が一

体となって取り組んでいます。 

 出来る方に参加してもらって、無理がないように楽しく活動しています。毎月第２日曜日の８時からが

活動日になっていて、取材に伺った８月１１日（日）も、暑さの中２０人を越える参加者で、低木の剪

定・草とり・花がらつみなど、テキパキと作業が進んでいました。 
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緑の活動団体紹介 

 ～和白東自治協議会 花壇「花かご」～ 

花壇は6ゾーンに分かれていて、中心の花型花壇は「和白東自治会フラワーゾーン」、一番先端の目立つ

場所が「公民館ゾーン」、それに「高美台町内会ゾーン」「和白東自治会ゾーン」「各種団体ゾーン」「教

育ゾーン」があり、皆さんを見守るように「レインボークラブ（髙寿会）ゾーン」があり、全体を見守って

くれています。 

この花壇のように、地域の方が一体となって、この地区を守り、安全・安心で美しい街づくりをしようと

いう意気込みを感じました。 

作業が終り全員で記念撮影 

中心のシンボルツリーがある場所が 
和白東自治会ゾーン 

通学路沿いの花壇は校区のシンボル
になっています 

公民館ゾーンにはポーチュラカが 
満開でした 

中心の花壇を囲むようにそれぞれの 
ゾーンにも夏の花が咲いています 



  

「グリッピキャンペーン2013」体験講座企画運営募集 

  ～緑のコーディネーターさんへ～  
 今年も天神中央公園で、「グリッピキャンペーン2013」を開催いたします。毎年多くの来場者があ

り、緑とふれあい、秋の１日を楽しんでもらっています。市民の皆さまに植物の素晴らしさを知っても

らえるよう、今年も「緑のコーディネーター体験講座」を開催いたします。講座の企画・運営をしてい

ただける緑のコーディネーターさんを募集いたします。 

 

【日程】10月１９日（土）・２０日（日） 

【場所】天神中央公園 

◆緑のコーディネーター体験講座 

 ２講座（講師は１講座２名）×２日 全４講座  
 講座の内容、日程が重なった場合は事務局で調整させていただきます。 

 

 お問い合わせ、申込は下記までお願いします。（申込締切８月３０日） 

 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重（あんじゅう） 

 TEL:822-5832 FAX：822-5848 Eﾒｰﾙ：anjyu.t@midorimachi.jp 

 福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 
こんにちは福岡市植物園です。 

植物園では、８月の毎土曜日に夜間開園を開催しています。夜にしか咲かないサ

ガリバナやヤコウボクなどを見ることができ、園路に設置した500個の灯明が美

しく夜陰に浮かび、温室へと導いてくれます。 

また、昼間も温室ギャラリー室でアサガオ展を開催しています。色々な咲き方の

アサガオや、変化アサガオも展示しています。ぜひ植物園にお越しください。 

○展示会 

・アサガオ展 ～8/25 （ギャラリー室） 

・子どもスケッチ大会作品展 ～9/1 （緑の情報館１階） 

・ツリーナッツクラフト ～9/1までの土、日曜日（ギャラリー室） 

 

☆８月の土曜日は夜も開園します（18：00～21：00） 

☆植物園ホームページ  

http：//:botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/   

 

昨年の講座の様子 

変化アサガオ 

夜に咲く花 サガリバナ 

■グリッピキャンペーン2013 
「コンテナガーデンコンテスト」 

「ウェルカムガーデンデザイン提案」募集しています。 
  

 ８月上旬に、緑のコーディネーター・緑の活動団体の皆さまには、ご案内を送付していますとおり、

皆さまの作品で、グリッピキャンペーンを訪れる方々をお迎えしませんか？ 

 

 応募の受付は、９月６日（金）必着です。 

 
お問合せ：福岡市都市緑化推進行事実行委員会事務局 

     （公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 大森、倉橋（℡ 822-5832） 


